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東 京 同 窓 会 の 更 な る 発 展 を願 う
同窓の皆様、明けましておめでとうございますЭ
昨年の 6月 に開催 されました第 51回 大会の役員改選
に於いて会長 に選出 され、一期 2年 間務 めることにな り
まし,電 今後 とも、どうぞよろしくお願 い申し上げますЭ
さて、昨年の新春号 lNo.441に て述べました通 り、会
員拡充の準備が整い、昭和 34年卒の 11回 生から平成
7年 卒の 47回 生 (既 に会員登録済み者を除き)ま での
関東圏松高卒業者宛 てに 1,120通 のアンケー ト調査
書 を、昨年 4月 21日 メール便 にて発送 しました。 アン
ケー トの内容は (1)東 京同窓会に対 し①関心があるか

虫彰欲鰊蜃夢虔

松高東京同窓会会長 鈴木 多喜男

(高

4回)

②入会の意思はどうか (2)年 会費は現在 3,000円 で
あるがどう思 うか (3)会 に対 してご要望 0ご意見があ
れ￨ま とい うものですしやがて、宛先不明で 121通 が
戻 り、返信数 174通 の うち、関心がある又は可能性が
ある人が 84人 ほど居 られましたので会員 として登録 し、
各種 ご案内を発送する段取 りをしました。そ こで新規 に
51回 大会のご案内を 100通 ほど出 したところ、 7人
の方々に初 めて出席いただき、ここか ら徐 々に若い年代
へ と広がって貰いたいもの と願 つてお りま九
今後の方針 として、返信のあった 174通 を再度精査
して辛抱強く勧誘 を進めるとともに、東京同窓会の魅カ
作 りにも幹事一同知恵を傾け努力 しなければな りません。
今年は東京同窓会 を更なる飛躍の年にしたい もの と幹事
共 々念願 してお りますので、皆様の一層のご助力を切 に
お願い致 した く存 じま九
年頭 にあた り、会員の皆様 には益 々ご健勝で発展 され
ます よ う心よりご祈念申 し上げます。

謹 ん で新 年 の
ご挨 拶 を 申 し上 げ ま す
■副会長
伊藤 勇五 (旧 中 33回 )
■副会長
斉藤 和 男 (旧 中 33回 )
■副会長
杵渕 政海 (高 2回 )
■副会長
渡辺 八 郎 (高 3回 )
■副会長
金子 鶴 男 (高 5回 )
■副会長
深見 洋子 (高 7回 )
■会計監事
佐久間英輔 (高 6回 )
■総務委員長兼務 鈴木多喜男 (高 4回 )(暫 定)
■財務委員長 塚 田 勝 (高 8回 )
■広報委員長 大橋 貞夫 (高 10回 )
■事務局長
石黒 四郎 (高 9回 )
■幹事 ― 同 47名
表紙 の絵 が 納 め られ てい る近藤氏の画文集
―一表 紙 に つ い て一 一
表紙の絵に近藤氏の次の文がある。除夜の鐘を聞きながら近くの神社へ 2年 参りに行つた。初めて行つたその神社は丘
陵の上にあり、狭い境内からは 180度 の展望が出来た。暗 く沈む夜景は、近くの団地のあかりだけが目立つ。境内では神殿
と提灯の柔らかい光を飲み込むような焚き火がすごい。投げ込まれる太 くて重たい木が夜空に火の子の柱を立てる。花火を
見るように城声をあげ背中をあぶる。お神酒、おでん、甘酒が無料でふるまわれ、新しい年が明けてゆく。来年もこよう。
略歴
近藤喜文氏 (高 20Dは 小学生の頃から絵の上手なことには定評があり、松高に進学 してからは美備 餞こ
』教 な量の絵を描きながら、人の情に
所属 して友人 と同人誌 「ペ ンだ こ」をつ くる。在校時、周囲の環境にも恵まオ
溢れた暖かい眼差 しが培われ、熟成 していったよ うだ。近藤氏の監督作品、スタジオジブ リ市J作 のアニメ映画 「耳を
レ ベン=世 」「未来少年 コナ ン」「火垂るの墓」「魔女の宅急便」「もののけ姫」な ど、
すませ ￨力 の他、「巨人の星」「ノ
作画監督や演出を尋 ‖すた作品は枚挙にい とまがなし、 1997年暮れに鯛靖性大動脈瘤に倒れ、翌 1月 21日 早朝、
47歳 の若さで永眠された 23日 の葬儀では 「耳をすませ1地 の主題歌 「カン トリー・ロー ド」が流れる中、
500人 余 りの弔問客が見送つた

特異 な学 年・喜 寿 同期会

高

真島 節朗 (高 2回 )
喜寿と言 えば 77才 、満だつた り数 えだつた り、当然
もう過ぎた人もいます。 <松 中 34回 ・松高 2回 卒同期
会 >が 10月 5日 夕刻か ら 6日 午前 まで一泊で、新潟
県 0湯 田上温泉 「わか竹」で開催 されました。 31人 と
い う参加者 が多いのか少ないのか、年格好から見て判断
がつきかねます。
わいわいがやがやの雰囲気 は他 の同期会 と変わ りあり
ません。ただ、松城健児の中では特異な経験を持つ年代
で、話題 として もそれに関連することが多いのです。昭

和 6年 、満州事変勃発。翌 7年 5.15事 件 鮮り、
によ
るクーデター)の 年に生まれ、松中 2年生の夏、終戦に

4回 生 ・ 湯 沢 温 泉 で 同 期 会

鈴木 健司 (高 4回 ・東京在0
々
の
我
同期会は地元村松の幹事役が企画 し隔年 ごとに
開催 してお ります。今年はその同期会が湯沢温泉の『 ホ
テル双葉』で開催 されました。

10月 14日 吹 )一 泊で懇親会 とい う次第でした。
参加者総勢 50名 と、まあまあのペースだつたのですが、
今回欠席 された常連の方々の 「事情」を列挙 してみます
と、「業務上の都合」「スケジュール不都合」本 尺の体調
不良」 晒己
偶者の看病・介護」「家族の看病・介護」等々
が並んでいました。後半の理由には、「後期高齢者集団に

的な体験です。それは転入 とか留年でなく、順調に入学
し卒業 している人の場合です。くわ しく説明すると長 く
なるので簡単に言い ま丸

な りましたね〜」 とつ くづ く感 じた ものです。それにし
て も女性の人数が、やや少なかつたのが気にな りました
開会の辞・物故者への黙祷・乾杯の後は、お互いに席
を移動 して、思い思いの旧友 との懇親会 となりました。
「往年の美少女・美少年」の面影を思い起 こしなが ら、
差 しつ差 されつ乾杯を し、談笑 し、楽 しい夜長の秋 の宵
を過 しました。我々の同期会は毎回盛 り上がります。
「正に人後に落ちない盛 り上が り」と自負 していますが、

昭和 19年 に松 中に入学、戦後 の学制改革で中学 5年
が新制高校の 2年 とい うことにな り、中学・高校の合せ
て 6年 、 4年 と5年 は旧制中学の卒業資格要件 で卒業 し
た人、1年 とい うのは村松高等女学校 と合併にな り、新

我 々が思春期・青春時代に共有 した特異な共通基盤体験
に根差すもの と考えていま丸
我 々同期生が共有 している特殊な時代背景体験につ き
まして、少 々触れ させていただきます。①多感な思春期

制高校 3年 に進学希望の女子生徒です。今回は参加者ゼ
ロでしたが同期 にとつては貴重な存在で現
もはや、伝説 として残るかどう力、 終戦間際には校舎
が軍事物資倉庫や作業場 として徴用 され、田植 えや飛行
場滑走路建設な どに勤労動員 されたこと。敗戦 を迎え旧
兵舎に米週駐軍を迎えたこと、積み立て もなくまとまっ
た修学旅行はなかつたが、工夫 してキャンプなどで楽 し

時代に体験 した、敗戦 による価値観・歴史観・社会構造
の激変。②疎開児童だつた東京育ちの方々・外地から引
き揚げの方 々 と机を並べたことは、異文化 との衝突体験
で した。③ 旧制中学校へ最後 の入学を したため、高校 1

なるまでず― と戦争続きでした。
それから、あの校舎に通つた期間が、卒業まで最長 6
年、以下 5年 、 4年 、 3年 が無 く最低は 1年 とい う変則

んだことなどなど、いつ もの話がはずみますЭ
こ うして何の事故も無 く2年 に 1回 の例会を終えまし
た。そ して次回は松中・松高 100周 年に合わせ、 3年
後とすることに決議 しました。今度は傘寿です。

年生までの 4年 間は常に最下級生だつたことと、多くの
同期生が、同じ学校で 6年 間一緒に過 したことの連帯成
④村松高等女学校 と合併のために実現 した男女螂
⑤ 日本の高度成長を支えた自負心 と、喜寿を目前にした
お互いの健康への祝福 と感謝の′
醜 等々で九
翌 15日 (水)は 、朝風呂の後 には『 きのこ汁』の も
てなしを受けました。朝食の後に散会 となり、お互いに
2年後 の再会を誓い合 って、 」R・ マイカー・ホテルの
送迎バスなどで、それぞれの家路 につ きました。
幹事 さん、あ りがとうございました。

平成 20年

10月 5日 松中 34回 ・松高 2回 卒 同期会
於

越後乃御宿

わか竹

村松高等学校 4回 生 同期 会 2008/10/14
於 越 後湯沢温 泉 ホ テル双葉

松高東京同窓会 ・ 第 51回 大会報告
平成 20年 6月 21日 (土 )正 午、昨年に引き続 き皇
居に隣接するKKRホ テル東京 10F「 瑞宝の間」に於い
て新潟県立村松高等学校東京同窓会の第 51回 大会が開
催 された。来賓 として、母校 より小島正芳校長、村松高
校五泉会 より坂上洋司代表を迎え、総勢 97名 の出席 と
なつた。

講師には 「江戸を歩く会」会長 の雲村俊瞳 (高 5)氏 に
お願い した。赤穂の四十七士が吉良邸に討ち入 り首尾を
遂げた後、品川の泉岳寺までどの様な道程で行き着いた
のか、船も利用 したのではないか等、興味深いお話であ
つた。江戸の町は渦巻状に発展 してお り、無限に拡大す
る哺 旨性を秘めているのだと言 う説は、特に印象 に残る
お話であったc短 い時間のため話 し足 りないご様子で、

定刻の正午に郡司 (高 16)、 森田 (高 16)両 幹事の
司会で始ま り、渡辺実行委員長の開会宣言、鈴木会長、
小島校長の挨拶に続き、この度、初 めて村松高校五泉会
の坂上洋司 (高 5)代 表にご出席をいただき、東京同窓
会の熱気 と盛会ぶ りに感嘆 した旨のご祝辞を頂戴 した。
その後、総務・財務・広報各委員長報告があり、それぞ

雲村氏には不満の残る講演ではなかつたかと、真 に申 し
訳ないことでした
第二音附ま伊藤副会長 の乾杯音頭により懇親会の開始 と
なる。一年振 りの再会 を楽 しみながら、笑顔で杯 を重ね

れ承認 された。今回は役員改選の時期であり、新会長 に
鈴木多喜男氏を選任 して第一部は斉藤副会長の閉会の辞
で終了となる。
第二部の講演会は、
『 江戸の歴史を歩 く』とい う演題で

参加 した安中 (高 20)、 坂上 (高 21)、 滝沢 (高 22)
の 3氏 が紹介 され、大賑わいの うちにお開きとなつた。

c

合 う姿を見ていると、 しみ じみ東京同窓会が存在 してい
て良かったな〜 と′
思うのであるこ二次会では今回初 めて

大会実行委員会 記

東京同窓会・第 51回 大会収支決算書
6月 21日 (土 )

全 KKRホ テル東

会議費会館使 用量
総 会 案 内 に 関す る

切手・はがき

会報・資料送料
選 用荷札・封筒等

名司会者
校歌 口応援歌の熱唱

郡 司 ・森 田の お 2人

伊藤副会長

乾杯

!

第

回 東京同窓会 出席者 名簿

5可

於 KKRホ テル東京

旧中学校 (2名 )
33 伊藤 勇 五
村松高等学校校長
小島 正 芳 様 33 斉藤 和男
来

賓

村松高校 五 泉会代表
坂上 洋司 様

旧女学校
小林
近藤
佐藤
佐藤

25
25
25
25

高

校

05
05
05
05
(4名
05
早月
05
昌子
05
治
05
玲子
05
(89名 05

高

)

)

02
02
02
〇2
02
02
02
02

川上
杵渕
倉田
篠川
堀川
丸山
￨￨
村り
簗取

博萬
政海
健五
恒夫
俊郎
貞次
五郎
正通

03

渡辺

人郎

04
04
04
04
04
04
04

梶谷
坂上
下野
鈴木
鈴木
山田
渡辺

庄祐
卓夫
文幹
健司
多喜男
幸子
嘉樹

出席者計‑97名

06
06
06
07

〇7

08
08
08
08
〇8
08
08
08
08
08
08
08
08

10F
校

新潟 県立村松高等学校 東京 同窓会
一
局

平成20年 6月 21日 (土 )

校

高

校

09 5可 部 勇
15 高橋 隆
新井 康夫
09 石黒 四良Б 定12高 岡 光夫
石川 滋
09 熊倉 富次
金子 鶴男
09 間藤 謙 一 16 今井 貞夫
熊倉 芳夫
16 小黒 正 恒
雲村 俊惟
16 郡司 正大
佐 々木 恵美 10 大橋 貞夫
10
16
近藤
佐藤 良平
尚志
中村 俊枝
10
1
6
及音Б 修治
高尾 桂子
月
新保 優
16 森 田 勝美
高濱 つ る子 10 関谷 雄 二
10 高岡 雄 三
山崎 豊吉
10 中川 善隆 18 青木 敏和
田
18 浅見 祐治
半田 日
召義
18 安 中 幸男
佐久間 英輔
佐藤 赳
18 笠原 静夫
沢出 赳允
12 安部 賞
18 斉藤 正義
12 今井 英雄 18 佐 々木 秀和
加藤 喜 七
12 岩野 折史 18 高岡 英治
深見 洋子
12 近藤 洋輝 18 平松 伸 一
12 高岡 五 百子 18 広瀬 満子
岡部 ユ キ
12 徳永 道子
片柳 ム ツ
20 安達 繁子
木村 孝子
13 金子 健 二 20 安 中 信夫
小出 博 三
13 波多野 紀子
鈴木 輝雄
21 坂上 三夫
高地 彰
14 石黒 勝夫
塚田 勝
22 滝沢 義則
波多 ミサ エ 14 伊藤 昌夫
14 木村 寿 一
松尾 正 春
￨1 忠司
14 山田 俊治 25 林 信子
村り
山崎 輝雄
山西 愈佐子
吉井 清

の お知 らせ
平成 21年 度 松高東京同窓会開催―
■ 国時

21年 7月 4目 0

正午開催
■ 場 所 KKRホ テル東京
千代田区大手町

1‑4‑1

蜻

丁el:03‑3287‑2921

医董]● 地下鉄東西線竹橋駅下車
(大 手町駅寄改札か ら専用 3b出 口直結 )
●地下鉄千代田線大手町駅 C2出 口より5分
●都営地下鉄神保町駅 A9出 口より5分

褥登

村松 中学校 、開校 直後 の 廃校 の危 機 を乗 り越 える
県立村松高等学校長 小島 正芳
明治 44年 4月 27日 、寄宿舎 が開かれ、最初 に入 つ
たのは泉田重太郎 1人 であつたが、 3年 後 には 3〜 40
名 になつた。寄宿舎は生徒室が 8室 あ り、その他に談話
室、図書室、静養室、舎賄室、食堂、湯殿、盟があつた。

1

菫種麟
￨

舎監は成澤教諭があた り、父の如 く寄宿舎生を指導 した
寄宿舎の 日課 は朝 5時 の起床 と体操・ 自習に最初は自炊
であつた。各 自が仕事 を分担 し、規律の取れた生活を送
つていた。勉強を良くし、自治的 に良く訊勝:さ れていた
ので、成績 も優秀な生徒が多かったとい う。そのため、
学校の近 くに自宅があつて も、入舎 して心身の修養を し
た者もいた。寄宿舎の行事は金曜 日に 「修養会」があっ
て、副1廣 や意見発表、寒中の裸体操、呼吸法静座法 も行
われていた。時には肝試 しもあつて、正に修養の場であ
つた。その よ うな意味で寄宿舎は、学校生活 と連携 して
理想的に人格形成ができる大切な場でもあつた。
5月 9日 、職員生徒一同が講堂に参集 し、学友会の発
会式が行われた。林校長が学友会の組織、設立の趣 旨、
目的を訓示 している。学友会は現在の生徒会のようなも
のであるが、設立の趣旨を一言で言 えば、学芸部 と武術
部、運動部がそれぞれ切磋琢磨 し、校風を高めるよ うに
と云 うものであつた。学友会規貝Jの 第一条に 「本会は子
弟学友間の情誼を厚 うし各 自心身の練達を図 り校風を振
興するを以て 目的とす」とある。
林校長は 5月 18日 、全校生徒 に 「本校の体育に関す
る意見訓示」を行つてお り、その中で、
野球庭球の如きは、之を盛んにすべ しと雖も、決 し
て他の学校と競技をなす力漱口きは、自ら進んで これを
為すべからず。競技は奨励の手段た りと雖も、本校の
目的は、身体の鍛錬を目的とするものなれば、競技の
イ
副券を争うは、偶々弊害ありてその効少なきを認む。
断 じて競技に熱中する力淑口きを禁ず・・ 口。
と述べ、野球や庭球 に熱中 して他校 と試合をした り、勝
つ事のみにうつつを抜かすは、弊害があると述べている。
宮波治郎 によると 「その頃 (明 治 45年 )運 動 としては
剣道 とテニス位 の もにであつて、競技 も野球 も柔道 もな
かつた。」と記 している。
村松中学校設立当初、最も盛んだったのは剣道だと思
われる。もともと村松藩のあった所だけに、昔の士族で
剣道をする人達がまだ残つていた為、少年時代 より会随
をする者が多かった。 また、村松 には三十連隊があつた
ため、青年将校達が時々や って来て剣道の指導を してい
た。更に加えて、明治 45年 3月 31日 付で村松小学校
の訓導金子真二郎を嘱託 として招聘 し、大正 3年 4月 1
日付で倹￨1道 専門の浜田芳男が着任すると増々盛んになつ
た。林校長は剣道が、時 申教育の上で もスポー ツの中で
別格の もの と考え、奨励 していた。当時、剣道 の寒稽古

51回 東京同窓会で挨拶される小島校長
は、朝 の 3時 に始 ま りlヶ 月 もの長期間行 われていた。
本校創設以来 の事務官 であった神戸安世は、剣道 の練習
風景について
県下中学校 の試合 には出場 の都度優等 の成績 を獲得

したものである。剣道の寒稽古になると軍隊から若武
者連中を招き銃剣術でたたき上げたので、現新潟市白
山高等学校長中野二二郎先生や岡村二郎博士などは指
南役に進み、胴には甲手ありなど掌を返すあた り、今
でも眼に見える様である。 と記 している。
6月 24日 には盛大な開校式が挙行 されてい る。夕J席
者は清棲家教知事始め野澤連隊長 ・衆議院議員・県会議
員・町村長など270余 名であつた。清棲県知事は訓示
の中で、
本県中学校は従来少なしとなさず。而 して尚本校を
創設 したる所以は、弦に中等教育を普及 し、以て国民
の中堅人物 を養成 し、また地方の実力を増進せ しむる
の要を認めたるに依る。
と述べている。
尚、開校式当日村松町他 11の 村か ら佐渡の鋳金家本
間啄齊の手になる銅製 の大花瓶が寄贈 されている。価格
は当時 80円 したとい う。地域の方 々の多大なる期待が
この花瓶に込められているのを感 じるこ
明治 45年 3月 28日 付で、清棲知事に代わ り森正隆
知事が赴任 してきた。森知事 は政友会に属 していたが、
着任す るや清棲前知事の政策を非難すると共に緊縮財政
を敷き、県立中学校について も校数の削減を示 した。 5
月 6日 森知事は、招魂社参拝の途次村松中学校に寄 り、

校長室で林校長・神戸書記に質問を浴びせ力ヽすている。
募集人員や志願者数や生徒 の様子を聞かれた らしいが、
「生徒は真面 日で一生懸命勉強 している」と答 えたのが
効 を奏 したのか、廃校 にはならなかつたものの、大正 2
年 3月 31日 付で新発 田中学校 の分校 になることが発表
された。なお、小千谷中学校・糸旬 ￨1中 学校・巻中学校
の三校は、県立中学校か ら群立中学校に移管されている。
林校長は分校主事 とい う身分にな り、肩 を落 としていた
とい う。教職員は、全員新発田中学校の職員 に任命 され、
村松分校勤務を命 じられてい る。生徒は 3学年まで村松
で教 えるとい うことになつた。 4・ 5年生になると新発
田に籍 を移 さねばならない と云 うのは、経済的にも禾J便
性において も大変不都合な事であつた。 また、募集学級
も削減 され、 1学 級 50名 の募集 となつた。 このため、
入学志願者 も激減 し、本校は創立早々大きな危機を迎え
るのである。
5月 7日 、新発田中学校の小平高明校長が村松分校を
視察 してい る。その時の様子を第 1回 卒業生式場隆三郎
は、本校の創立 40周 年記念講演の中で、
新発田の校長を、丁度、今日マ ッカーサーか、リッ
ジウエーを迎えるように、全校校門に勢揃いして迎え、
若き血 を燃や し、涙を流 した事もありました。 しか し
今では、教育の土地として この地域社会の中心 となつ
て行 くのであるかと思うと喜びにたえません。
と語 つている。
この屈辱的な施策は、本校の職員や生徒に大打撃を与
えたが、必ず独立校に復活 させるのだとい う意気を強く
持ち、 日々奮闘努力 していた。 また、県会議員・町内有
志・近辺の町村長・保護者等が独立校復活のために奔走
した。大正 2年 11月 5日 、安藤謙介県知事が本校を視
察に訪れ、林校長から学校の状況を聴取 した。 この時、
四戸中蒲原郡長 0ガ リ
動 総 町長・片桐父兄会長は じめ町
会議員・有力者は中町の海老屋楼にて歓迎会 を開催 し、
知事に独立校 として復活 させるよ う陳情 している。 これ
らの順 ミな運動が効 を奏 したのか、村松中学校は大正 3
年 4月 1日 より、復 旧独立校 となつた。 この時のことを
林校長は、
この時には実際余も当惑 したが、併 しこれは好き試
で
練 あつたと善に解釈 して緊張に緊張を加えて、校風
の堅実と精神朗 ‖
練とに猛進 したので、生徒の気風と
実力とは極めて良好に向つた ことは、今にも思い出の
深 いものがある。
と記 してい る。大正 3年 4月 より独立校に復旧されたも
のの、従来 2学級募集だったものが、1学 級募集に削減
された。 しかし、危機的状況におかれたのが幸い したの
か、教職員は今 まで以上に教育に情熱を傾け、生徒の学
業成績は実際年を追 うごとに向上した。
力法珈iさ れるよ
大正 4年 には、「県下中学校比動
うになる。 この試験が実施 されるに至つた経過は、中等

学校長会議で本県の中学生の高等学校への入学率が全国
35位 であることが問題にされ、その対応策 として急浮
上 してきたもの らしい。試験は翌大正 5年 2月 25〜 2
6日 に県下 12中 学校の 5年生全員を対象 に実施 された。

実施科 目は数学、国語、漢文、英語であつた。 この時の
は後年、
様子を構
この第 1回 の比較試験は第 5学年のみ行われたが、
其時の成績は総平均点においては村松中学が 1位 を占
めた。尤も優等者は新潟中学校の方が多かった。第 2
回の比較試験即ち大正 5年 には新潟中学が第 1位 を占
めて村松中学は第 2位 であったが、ともか く成績は県
下中学校では優良な地位を占めていたのである。 これ
は良教員のI前 つてをった ことと教員の熱心であった こ
とが勿論大なる原因ではあつたが、生徒の素質力ヽ憂良
であるのと好学心の盛んな地方であることと真面目で
ことが主なる原因であらうと思われる。
勉強するとしヽ、
べ
と述 てい る。 この新潟中学校を平均点で染 したとい
うのが、先 ほども多士済々ぶ りを紹介 した第 1回 入学生
である。 この学年は、入学 した時に比べかな り生徒数が
減 り、精鋭揃いであつた。
第 2回 目の試験は、英語、数学の 2科 目で行われ、
優秀者 は次のよ うに発表 されている。
2科 目平均 90点 以上・・・長岡中学 1名

85点 以上・ 00新発田中学 2名

長岡中学 2名
村上中学 1名
80点 以上 。・・高田中学 2名
新潟・村松・長岡・佐渡・
小千谷中学 各 1名
この試験は、村松中学校第 3回 入学生が受けている。
80点 以上を取つた村松中学校の成績優秀者片桐孝一は、
大正 6年 3月 13日 の卒業式において県知事 ∽日
勢学務
課長知事代理)か ら表彰されている。 なお、片桐は本校
から東京工業専門学校に進学 している。そ して、その後
旭化成工業に入社 し、副社長 になつている。
第 1回 卒業者名簿に名を連ねている者は、正確 に言 う
と42名 であった。入学 した生徒の内、実に 30名 の生
徒が、卒業生名簿 に名を連ねることが出来なかつたので
ある。落第等いろいろな原因があつたと思われるが、当
時は卒業に至るまで大変険 しい道の りがあつた もの と推
測される。この最初の卒業式の前々 日の 3月 11日 には、
校旗樹立式が挙行されている。
ところで、初代林校長は最初の卒業生を送 り出す半年
の
前 大正 5年 9月 14日 、長岡中学校長に転任 している。
大変な栄転 といわねばならない。 20日 に、職員生徒

=

同、林前校長を五泉駅に見送 っている。 しか し、林校長
は 1年 程で長岡中学か ら柏崎中学へ異動になつてい る。
そ して後年、村松中学 こそが自分の理想の中学校だった
とい う内容の随筆を記 している。

同期 会 に は ロマ ンが あ る
雲村 俊惟 (高 5回 )
秋色に染 まり出 した越後平野を上越新幹線が新潟市を
指 して疾走 していた。 2008年 10月 6日 の昼下が り
のこと。村松高等学校第五回卒業生の同期会 (通称・松
五会)が 市内の東急インで開かれるからである。
これまでの会は東京の幹事団が張 り切つて準備を進 め
てきた。 ところが、今年は違 う。新潟 の幹事団が 「今度
は俺たちがやってみよう」 と提案 してくれたのだった。
坂上洋司君,荒 井 裕君が三度 も打ち合わせに上京 して
くれていた。それだけに、東京から参加を決めた 23人
の意気込みも高 らかである。
その気持ちはホテル に待機 していた新潟組の 35名 も
同 じだつたにちがいなしゝ 夕J車 を降 りて会場 に馬
国す込む
と、受付前のフロアはたちまち嬉 しい歓声に包まれてし
まった。
全員 73歳 から74歳 のはずである。そのお じいちゃ
んとおばあちゃんたちの顔 が、たちまち松高時代の きら
きらした輝きを取 り戻 したよ うに見えてきた
新潟の幹事が言 うには卒業以来、初 めて顔を見せた人
が 8名 はい るそ うである。加藤久孝君、川村正敏君、高
岡容郷君、辰喜秀雄君、金子 (今井)裕子 さん、中村 (昆)
律子さん、萩野 (飯 利)玲子 さん、布川 (大橋)ケ イさ
んなどは私にとつて 56年 ぶ りの懐か しい人だつた。最
吉めていると、「やつぱ
初は 「まさか ?」 と思 う。 よく見言
り」とがイ計する。
とにかく、 60人 近い人たちが円卓 に着くと、結婚式
に出席 したよ うな錯覚を覚えて しま う。挨拶 も硬 くな り
がちだ。 ここで松五会の創設者である金子鶴男君が 「同
期会はロマ ンであるJと 名言を吐いて乾杯の音頭を とる。
この辺 りから会場の空気 も和 らぎだ した。

弟 19回 松五会 平成20年 10月 6日 (於 新潟東急イン
同期会は、いつ力ヽま必ず消えてなくなる。その追憶の
灯を少 しで も長 く燃や し続 ける作業 に、いま打ち込んで
いるように思える。そ うだ、 ロマ ンだ。 ロマン以外の何
物で もなし、
阿部龍介君は食道癌の術後、病弱な妻をショー トステ
イの施設に預けてまで出席を して くれた。私も胃癌 を患
つて胃を全摘 し、心筋梗塞で,Mの バイパス手術を受け
ている。仲間の中にも、同 じよ うに九死に一生を得 た人
たちが大勢いるはずだ。だが、それで も来る。なんと美
しい人間の集いだろ う力、
「校歌は涙を誘 う効果があ ります」 と一同を笑わせて
)

酒井邦男君 と松島光俊君がリー ド役 を買つて出た。 ♪伸
びて しや まぬ若松 の〜は涙 よりも、やや老いた身体をシ
ャンと立て直 してくれる効果は十分にあつたよ うた
翌朝、 81万人の政令都市・新潟 をバスで巡 る。高橋
士郎君 の真心のこもつた手造 リガイ ドが′
かに染み渡つた。
ふるさと村で昼食を摂れば、あとはお別れ しかない。新
潟駅で一人ひとりが手を取 り合った、「さようなら」
、「ま
の
た会お う」
か
れとも
温もり
も
新潟
手
。来年
東京汎
、そ
を大切に新幹線に飛び乗った。

生 きが い
佐藤 信三 (高 6回 )
原稿依頼があった時に二つ返事で応 じたのは、毎年投
稿 している 「村松万葉」に、今年は 「生 きがい ものがた
り」 と題する現役を退いてからの十二年間を綴 った拙文
を思い出 したことにある。
生きがしヽ…生き甲斐 とは ?普段 ￨ま あまり考えずに過 し
て来た ことであるが、原稿 に書いてみると、家内が校長
をしていた亀田文化専門学校 の手伝いを始め、県国保連
合会 OB会 の会長、亀田第六区町内会長 と関連するボラ
ンテ ィア。地元小学校の評議員、近年発足 した コミュニ
テイ協議会の役員、新潟市保険医療推進委員、地元神社・
菩提寺の総代な ど約十五程のお手伝いをしていることが
整理 されていた。
日常生活 の中では、十年ほど前から生田流のお琴 に週
一回通い、健康増進 と保持のために殆 ど毎 日、家内と卓
球に汗を流 していること。それに時間があれば、ウォー
キングに努めている。
の成長 も広い意味で
また、可愛いい内孫、外孫達五ノ
、
の生きがいである。
この よ うなことが、昨今の団塊の世代として現役から
退いている方々の為の参考にと思つて書いていた。
ところが、時たまたま、九月二十 日か ら十月一 日にか
けて放送 された NHKラ ジオ深夜便 (聴 うジlた 方がお られ
たか も知れませんが一)で須磨佳津江アンカーによる 日
本の歌、心の歌"で 私の好きなお酒にまつわる歌を聴き、
ハ ッとしたのである。私の生きがいの一つに 歌"も あ
つたのだと。
それは、美空ひば りの 「悲 ししヾ酉」を始め 酒場にて」
Jb酉
「二人でお酒を」「酔つ払つちゃつた」「夢追しヽ西二
場」「酒 と涙 と男 と女」「メモ リー グラス̲な どであつた
なお、私が現役時代から尊敬 し続 けている、あの高名
な 日野原重明先生の書カツλた 「生き方上手̲￨ま 、私の心
の支えとなつている。 人生は生き方上手になつてほししゝ
1貫 である"と 云つた学者 がいたが、習慣を早く
人生は習′
から配慮 した者 は、人生の実 りが大きいのである。例 え
ば食事、嗜好品、運動、仕事、日
劃民、そ うした 日常生活
のあり方が一生の健康を保証するし、自分の健康は自分
で守ることになつて、医者 まかせ他人まかせにしないこ
とが大切だと′
思う。以上先生のまとめを記 し、私の生き
甲斐を考えてみた

昭和

33年

卒

5組 の ク ラ ス 会
新保 優

(高

10回

)

2008年 9月 にクラス会があ り、群馬県の伊香保温
泉に総勢 21名 が集 まつた。今回は女性の出席 が 4名 と
少なく、少 し寂 しかったが、総員 の 6割 が出席する盛況
であつた。
数年ぶ り、また卒業以来の人もあり、昔の顔を思い出
しながら旧交をあたためた。その一方、病気に苦 しめら
れた人も増 え、古希を迎えた我 々の経てきた歳月の長 さ
を感 じた。 また、以前 には必ず出席 されていた担任の権
瓶先生は、今年亡くなられた。
大浴場の茶色い温泉にゆつ くり浸かった後、宴会にな
つた。そ こで巨例の、各人の近況報告 となつたが、幹事
は先手を取つて、病気 の話を禁上 した。 しかし話題は最
大の関心事である持病の方に行きがちであつたc
その うち隣室の騒音 と、耳の間 こえが悪 くなったの と
で、 聞き取れなが 'の 状況になり、さらに周 りとの会話
がはずんで 聞いていない"が 重なつて、話 し手には申
し訳ないことになつて しまつた。そのかわ り、宴会後の
懇親会では話が盛 り上が り、夜遅 くまで続 いたので寝不
足になつた

旺盛な我 々は、当然それも試 した
昼食は水澤 うどんであつた。水澤観音の近 くでは、 う
どんの店が道の両脇に連なつていた。恥ずか しい事に、
私はこの名物を知 らなかつたが、月
要が強くて美味な上に、
っ
こ
か
た。 れを土産に買つた人も多かった。
腹持ちも良
食事を した店で も竹下夢路の絵がかざられていた。
食事の後、水澤観音に御参 りした。 ここは由緒ある古
いお寺であり、広υ
境 内の中に沢山のお堂や石碑がある。
々
い
心
信 深 我 は、そのほとんどを参拝 したが、長 くて急
な石段の上に建 つているの もあり、結構な運動になつた
最後にホテルに戻 り、 2年 後 の再会を約束 して帰途 に
ついた。

総 会 抽 選 会 で ゲ ッ ト‖
木村 孝子 (高 8回 )
総会の抽選会 はいつ もワクワクしますネ。私、今年は
雲村俊瞳 (高 5)先輩が箸作 の 「東京江戸散歩」をいた
だきました。 ホン トに超ラッキーで した。
半 日で歩ける東京の散歩 コースが 35通 り紹介 された
文庫本で九 パ ラパ ラページをめくると、す ぐにも歩い
てみたい コースばかり……。仲間達 に声を推μすノ さな小
さな 「江戸を歩 く会」を発足 させました。始 めて 4回 目
jヽ

にあたる 9月 9日 は江戸 の繁昌②銀座でした。毎年、趣
味のは り絵展を当地で行 っていることもあり、銀座は私
の大好きなエ リアです。安くて美味 しいお寿司でお腹を
満た し、全品 5000円 均一のカバ ン店に必ず立ち寄 り、
どんどん増 えてい く高級ブラン ド店を横 目でチラチラ、
最後はデパ地下でスイーツ とお惣菜のお買い物 ……。 こ
んなところが私のいつ ものパ ターンで した
で も今度ばか りは大違い、新 しし｀
発 見の連続 でした。
10時半、銀座線の京橋駅をスター ト……その 日の参加
者は 6名 で した。銀座発祥の碑からガイ ドコースに沿つ
ご機嫌な面 々
翌 日は一部の帰宅組 と男り
れてから、ガイ ド付きのバス
で観光旅行 となつた。
女
台めに榛名 山に登つた。平 日の朝で雨模様のためか、
行きか う車も無 く、榛名湖畔は人影 も見えなかつた。だ
ヾ
スの観光客 と行き合わせた
が ロープ ウエイでは、近鉄′
ゴ
ので、 ン ドラの中や山頂では、予期 しない混雑になつ
た。 しかし雨が上が り、霧 も晴れてきて、頂上からは周
りの山々や町並みが遠 くまで見下ろせた。
その後、保科美術館を見学 した。榛拓 山にア トリエが
あつた関係 で、このあた りは竹下夢路に縁の深い土地だ
そ うである。 この美術館にも夢路の豊富なコレクション
があり、高名なその絵を充分に見ることが出来た。 しか
し同時に展示 されていた見事な日本画や彫刻の方が、私
にはより強く印象に残 つた
美術館の玄関脇 に、なぜか足湯が設 えてある。好奇心

て塩竃神社までは、持参 した万歩計で測ると 1万 2千歩
余 り。老体を労わ りながら、見落 としがちな記念碑等を
探 し探 し歩きました。警察博物館では、小児から大人ま
でサイズの豊富なお巡 りさんの制服 に感激 !!無料で試
着 して写真を撮る事が出来ると聞き、自分も……な―ん
てチラリと頭 をかすめましたが、恥ずかしいので止めま
した。三越の屋上には銀座出世地蔵が祀 られてお り、同
店で開催中のジ ミー大西さんの個展 まで観ることが出来
ました。 日々変化 してい く東京のシンボル銀座 !で も、
少 し視点を変えて歩いてみると、古き良き時代 の江戸の
面影をたくさん見つけることが出来て嬉 しくな りま した。
ゆつ くり昼食で体を休 め、また‐頑張 り。終点の塩竃
公園では涼 しい木陰を見つけ、またまたお喋 り……。
心地よい疲労感に酔いながら 「次回は両国ね」 と4時過
ぎに解散 しました
総会の抽選会で頂いた素適なプ レゼン トで、私 にとつ
て全 く新 しい銀座散歩が出来ました。

済 泊 の 涙
佐藤 八重 (高 3D
「ハ ンカチ貸 して くれない ?」 私は暗闇の映画館で、
隣の席にいる夫に声を掛けた。夫はポケットの中からハ
ンカチを取 り出 し、そつ と渡 して くれた。今 日は夫 と二
人で、私が待ちに待っていた話題の映画 「硫黄島からの
手紙」を観 にきていた。客席 は、まばらながらも私達 と
同 じよ うに、少年少女の頃に戦争で悲 しい径験を した年
代の人たちが 目立っていた
東京である硫黄島は、 61年前、敵の本土上陸を防ぐ
重要な砦 としての役割があつたとい う。その為、数少な
い激戦地の一つ として今も内外を問わず語 り継 がれ、敵
国であつた米国の人達 も、勇敢に戦った 日本兵を褒 め称
えて くれるとい う。
しか し、本土を守る筈だった島も昭和 20年 3月 17
日、ついに守 りきれず全員玉砕 とい う悲 しい結末を迎 え
た。私の大切な兄も、その玉砕 した兵士の一人 として、
硫黄島の土となつてしまつた。
兄 信0照 )の 戦死から61年の月 日が流れ、今 日
は久 し振 りに亡き兄 と再会 したような気がした筈なのに、
この とめどなく流れる涙はどうしたことだろ うれ 今 ま
で も折にふれ涙することもあつたが、今 日きヽさなハ ン
カチでは抑 えきれず、夫のハ ンカチを借 りる羽 目になつ
て しまつた 61年 分の悔 し涙 と、懐かしさの涙が一挙
に噴き出 したのだろ う力、
昭和 19年 の秋、 36才 の兄は、未だ父の顔を憶 えき
れないよ うな年子の娘 2人 信0照 )を 残 し、あたふ
たと戦場に狩 り出されてしまつた 硫黄島に居ることを
知 らない家族は、何処からか送 られて くる兄の手紙を喜
んで読んでは、無事を祈っていたものだった。出征 して
行 く時の兄 とは、軍人だけを乗せた列車を隣町の駅で見
「俺が国を守 り、愛する
送るのが最後 の別れ となつたが、
家族を守る」 と言 う自信に満ちた笑顔いっぱいだつた。
あの笑顔は、今もはつきりと憶 えている。
その兄の墓は、ふるさと新潟の両親の墓と並んで建 つ
ている。骨壺のない空つぽの墓に手を合わせるたび、空
しさだけが胸に残る。私は、今でも硫黄島に眠つている
と信 じたしゝ 何故ならば、国を守るため、家族を守るた
めに、あの地で命を捨てた筈だから。
今は亡き義姉に、形見として遺 していった兄の髪が、
桐箱に大切に保管されていることを姪から聞かされて驚
いた。義姉の死後、それを見つ けた姪は、自分が大切に
しまってお くと言つている。
「おばさんも、今度きた時に見てれ 」
父の顔を知 らない姪達 2人 よりも、私の方がずつ とず
っ と悲 しい想いをしているだけに、その場面を想像 した
だけで涙が溢れ出そ うになる。早く兄の髪に触れてみた
い気持ちと裏腹 に、その時のショックを想像すると怖 く
なるが、勇敢 に戦つて くれた兄に対 して、心からの感謝
の涙を思 う存分流 してみようと′
思う。
註① 兄 ・斉藤健太 (旧 中 12回 囀
註② 長女・斉藤久子 (松 高 12回 つ
次女・網T順子 (松 高 13回 つ
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病 は気か ら
渡辺 嘉樹 (高 4回 )
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静夫 さんが 70歳 になつてから脳梗塞、失語症、腸疾患
と3つ の大病をしたと話 されていた。そ して病気 になる
と弱気になつて、深い穴の底に曳き込まれてしま うよう
な気持ちになつてしま う。 しかし、それを気力で頑張つ
て、元に戻ることが出来たと話 されていました。
これをみて私自身の考えていたことは間違いでなかつ
たと確信出来 ました。私も山川 さんと同 じ日
研 口8年生ま
れで 60歳 と65歳 の時に前立腺癌、心疾患と大病を患
い落ち込んでしまつて同じ気持ちになりました。最初の
病気の時は定年退職 して、 4月 か ら新 しい職場に勤めて
2ヵ 月後に血尿が出るようにな り、当初 は職場環境が変
わつて精神的なものかと思つていました。
それで も 10月 に入 つて念の為に病院で検査を受けまし
た。結果は前立腺癌 と診断され、早急に手術の必要があ
ると指示 されました。
癌 と聞いたときは大変なショックを受けました。帰宅
してから家庭版医学書を読みあさ￨,ま した。そ こには前
立腺癌は自覚症状が乏 しく、発見された段階で 60パ ー
セン トの人が他の臓器へ転移 していて、 2年 以内にその
60パ ーセン トの人が死亡する云 々と書いてありました
こ う云 う時は最悪の事態を想定 して仕舞います。 40年
間仕事■筋でやって来て、これか ら少しは遣 りたい事が
出来るかと思つていた矢先の事で、自分の不幸を嘆きま
した。で も一方で全摘手術が可能 と云 う事は、まだ初期
の段階なのだと思つて手術を受けました。手術中に出血
を起 こし7時間も掛 ったそ うですこ40日 ほど入院 して
退院する時は、膀脱活約筋の機能が低下 して尿漏れが続
いてお り、紙おむつの世話にな りましたこ
癌 と診断された時点で、新 しい職場の上司に退職を申
し出たのですが 「少 し休養すると思つて病気を治 してき
なさい。待つていますよ」と言われたので十 : この言葉
は有難かったですしお蔭様でその後いろtヽ ろな事に挑戦
できて今 日がありますし退院後一 ヶ月ほどして出勤 しま
した。職場は丸の内の気象庁か ら近 く、朝日三常より1
時間ほど早く家を出て電車の中では座 らず、職場 に着い
て もエ レベーターには乗 らず、屋内階段で 9階 の事務所
まで歩きました。最後 の頃には各階の階段に付いている
小さなキズまで分るようにな り、下を向いて登 つていて
も今 は何階か分る様になつていましたこ1月 の厳寒期で
したが事務所に着くと汗をかいていました また休 日に
は紙おむつをして 自宅近 くの遊歩道を 2〜 3km歩いた
り軽 くジョギングをした り、腹筋運動などいろいろの事
を試みて居ました。そ して週院 してから4ヵ 月後に 「お
むつ」がとれたので■̲こ の時の気分爽限さは今でも忘
「必ず治 してみせ
れる事が出来ません。何事 も気力です。
「
る」の心構えで 病は気から」を実感 させ られた貴重な
体験でした

江 戸 を 歩 く会 、 き っ か け の 話
近藤 尚志 (高 10回 )
奇 しき縁とい うか、此虜′生はひょんな事から、「江戸
を歩く会」に入会 し、まだ 2回 目ですが同会に参加 して
「江戸」を楽 しみ始 めました。
経緯は以下の通 りです。即 ち、小生は去る 6月 に松高
の東京同窓会に何時ものよ うに参加 したのですが、席上
の 目玉 として同校 の先輩、雲村俊瞳氏 (高 5回 )の 「江
戸を歩 く」 と題する講演があ りました。小生は昔か ら池
波正太郎の鬼平シ リーズや、山本周 五郎、藤沢周平の時
代物のファンですが、当日のお話は赤穂 47士 が本所の
敵討達成の後に芝の泉岳寺に引き上げて、亡主浅野長矩
公 の墓前に報告するまでの道筋を中心にしたお話で、誠
に面白い もので した。その上、当 日の席上の抽選で、同
氏執筆 による 「江戸・東京散歩 35選 」 (PHP文 庫、数
冊を同氏提供)が 、当た りました
早速同氏の円卓 に押 し力ヽすて、お話をお伺い した所、
同氏が主催 してい る江戸を歩 く会のことを知 り、入会の
手続きの為、係 の人の連絡先を聞きま した。その後小生
か らの連絡する間もあらばこそ、同氏から達筆なお手紙
を頂き、手続きの上、入会させて頂いたもので丸
同会は雲村氏が会長 で、年 6回 夫々場所を決め例会を
行 つているとのこと (過 去 20年間に 120回)。 予め例
会の担当者が ロケハ ンを行い、謂れや地図などを準備 し
ます。参加者は、当 日集合場所に集いま丸 小生の第 1
回参加は 7月 に等 々力渓谷 と古墳、第 2回 は 9月 の護国
寺、鬼子母神等。夫 々、週 日の年後 か らで、終わつてか
ら近くの名店で美味 しい食事をしなが ら当日のお話をし、
夕方の散会 とな ります。会員は東京 とその近郊 の 110
名位 ですが、その うち、各例会には 50〜 60名 が参加
しているよ うですЭ
ところで、 7月 の小生最初の例会では、出発点の大井
町線等々力駅を出て直ぐに 「株 )多摩電子」の看板 を見
付けました。本 日の例会入会のきつかけとなつた雲村氏
の講演を企画 した幹事の 1人・大橋氏 (/1ttiと 松高同期)
の会社の筈 です。恐る恐る ドアベルを鳴 らしてみたとこ
ろ、彼が戸 口に現れま した。小生は例会の途中のため、
ほんの少 しの立ち話 と、江戸を歩 く会入会のお礼を言つ
・・・正に奇遇で した。
て別れました。
の
松高同窓会 縁で 「江戸を歩く会Jと 言 う面白い会に
参加出来て幸いで した。皆様 もこの会 に参加 してみませ
ム
ノ
υ
力ヽ
Jヽ

5世 紀 初 め に作 られ た 「野 毛大塚 古墳 」 は
全 国 で も最 大級 の 帆立 貝 式前 方 後 円 墳 で ある

南 八 ヶ岳 縦 走 の 思 い 出
小黒 正恒 鯖H6D
この夏、南人 ヶ岳を縦走 した。人 ヶ岳の位置 は、本州
のほぼ中央・長野県と山梨県県境にあり、南人 ヶ岳 と北
八ヶ岳に分 けられる。南人 ヶ岳はJじ こ比べ ると荒 々 しい
岩綾の連峰である。
1日 目 新宿を午前 10時 発のバスで中央道小渕沢を
通 り、終 点桜平に着く。そ こか ら徒歩で起伏の激 しい登
山道を登 り、オー レン小屋 (2,315m)に 午後 3時 半
ごろ到着。小屋は水洗 トイ レが完備、檜風呂もあり驚い
た。壁には色紙が飾 られ、三浦雄一郎、野 口健、滝田栄、
志井共産党委員長等、著名な方が入山していた。夕食 は
名物の 「桜肉 (馬 肉)の すき焼き」で強烈な匂いが部屋
中充満 し閉 口したが、初 めて食べ る馬肉は柔 らかく、味
は′
思つたより美味 しかった
2日 目 朝 6日 寺、靴紐を確 りと締め、気合いを入れて
登山開女
亀 森林を抜け徐 々に高度 が上が り森林限界を超
えると、広々 とした硫黄岳 (2,760m)山 頂 に到着。
硫黄山荘で小休止。更に横岳 (2,829m)に 向け稜線
を行 くが鋸 の刃の よ うな岩稜が続き、鎖 に掴 ま りながら
這 うよ うに登 つていく。途中高山植物 が咲き乱れ、心が
和む。横岳 を過ぎると目指す主峰・赤岳が眼前に迫 って
くる。稜線を歩いて赤岳展望荘に到着 し、昼食休憩を と
る。 しばしの休憩後頂上を目指 し出発。急勾配でごつご
つ した岩肌、虐、
を弾ませながら一歩=歩登 り、遂に 1時
35分 赤岳頂上 (2,899m)に 立つ。天候に恵まれ、
360度 の眺望がきく。南アルプスの山並みに見 とれ、
しばし達成感、爽快感を味わ う。今夜は赤岳展望荘 に宿
泊 し、疲れた体を五右衛門風呂で癒す。夕食はバイキン
グ方式で、山では初めての経験だった。
3日 日 午前 4時 40分 、小屋前広場でご来光を拝観
一気に標高差 1,200mを 美濃戸 口まで下山 し、
朝食後、
人ヶ岳温泉で汗を流 し、バスで新宿へ午後 5時 半帰着。
途中参加者 1名 が足を挫き、ヘ リコプターで下山する
事故に遭遇 した。折悪 しく洞爺湖サ ミット開催準備 のた
め、長野県山岳救助隊の大型ヘ リが北海道出張中で、ヘ
リの手配も難航 した。今回、 2泊 3日 の南人 ヶ岳縦走ツ
アーであつたが、「登山は下山が終るまで糸
助いの注意が必
要」 と再認識 した次第である。

横岳 か ら観た赤岳 ペ イ ン ト

モ ン ゴル 国 に夢 を追 う
石黒 月
券夫

(高

14回

)

きっか け
一昨年 0007(平 成 19)年 )の 8月 で した 旧郵政省
で 40年 、その後、財団法人、民間会社で 6年 、合計で半
世紀近い 46年 も働き、そろそろ退職 して元気な うちに好
きな趣味などに思 う存分楽 しもうと考えていました。
ところが、ある知人から新たな夢 を実現するために力
を貸 して くれないかと声が掛かったのです。その夢の実
現先も日本国内ではな く、一度 も行 つたこともない私に
とつては全 くの未知 の国モン i嘔 でした
しか し、その夢の実現には、これまでの職業人生で得
た知識・ ノウハ ウや人脈などが生かせ ること、夢が実現
すれ ゴ日本国とモンゴル国 との友好関係にも大きく貢献
するとい うことが分か り、自分の力が少 しで もお役 に立
てればと考えて参加することとしました。
そ の夢 とは ロロロ
へ移行
モンゴ羽コ ま、1990年 に社会主義から1幸
ピ
して 18年 、急 ッチで新 しい時代を切 り開こ うとしてい
る発展途上国ですし面積は日本の約 4倍 もありますが、
人 口は約 50分 の 1の 約 260万 人 (新潟県の総人 口係244
万人)よ り約 16万 人多い程度)です。
基幹産業は農牧林業 と鉱業で国力 も乏 しく、社会のイ
ンフラ整備は我が国 と比較すれば 30年 は遅れているそ う
です。そ こで資金面・技術面 から支援 して、イ ンフラの
一つ 「小型物品の宅配サービス」 (我 が国では昭和 50年
代 のはじめにこのサー ビスがはじま り、今では 日常生活
に必要不可欠となつていますが、モンゴル国では初めて)
をスター トすることがその夢で した。

数ヶ月かか り、なかなか骨が折れ ました。私も長いこと
の端 くれをしていましたが、国民に威張つている
ガ落り、
役人が多いのにはとて も閉 口しました。
モンゴノ
イ則とサービスの大筋を決めるため、数回モン
ゴル国へ行きましたが、双方の言語の違い もさることな
がら、会社設立の関係法令や制度、商慣習な どの違 いが
あ り、双方 が理解・ 了解するまでかな りの 日時 と労力を
要 しました
総論賛成、各論反対 とい う言葉があ りますが、まさに
それを地でい く日々で、理解 して くれない と通訳のせい
にする場面が何度かあ りました。 また、 日本側が投資資
金からノウハ ウのほとんど全てを提供するのですが、モ
ンゴノ
И則のプライ ドを尊重 して顔を立てていかない と、
ところでスムースにいかないことも学びました。
細カルヽ
(宅 配サービスは、10月 からスター トしました。
)
心の癒 しは モ ン ゴルの休 日に
モンゴルでの上・ 日の休 日は、極カモンゴルの 自然、
文化、風土、歴史に触れるように し、仕事の疲れを癒 し
ました。ゲル (遊牧民の家)体 験、モンゴル舞踊・音楽
観賞、モンう 嗜目
撲見学、寺院・歴史顆 訪 問なれ
その中での圧巻は、モンゴル建国 800周 年記念 「チン
ギスハー ン騎職 イベ ン ト」でした。はるか遠くまで広々
と広がる草原を舞台に、500頭 の馬を使 って軍川 こよる騎
馬隊が、チンギスハーン 800年 目のり
護 として 13世 紀の
兵法や戦術を目の前で 2時 間 30分 に亘 り再現 して くれた
壮大なスケールの ドラマで、大変感動 しました。

モ ン ゴ ル の 青 い 空 と広 大 な 平 原 に て

人生は前 向きに
元気であれば仕事 もできます し、微力で も社会に貢献
できます。また、旅行や趣味を楽 しみ 0生 きがい も見出
首都 ウラ ンバー トル 市街地
夢 の実現 に 向か つて
新 しい事業をスター トするには、モンゴル国に日・蒙
双方が出資 した合弁会社を設立 した方がよい とい うこと
で、 日本か ら出資す る会社を国内に設立することからは
じめました
新 しい会社の定款作成か ら役所関係への諸手続きなど、
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せますもそれがまた新たな活力を生み出しますも そ う信
じてこれか らも力 (知 力・体力)の 続 く限 り、人生を前
向きに生き・楽 しもうと′
思つています。
「年 を重ねただけでは人は老いない 好奇心と情熱 さえ
あれば その人はいつ も青春なのだ」 (サ ミュエル・ ウル
マ ン 「青春の詩」
)

同 窓 会 に結 び つ けた 旅 抱
阿部 俊輔 (高 16回
・ 只都に住んで 29年 、還暦を過ぎて、「ふるさと」の
風のそよぎ、葉っぱのにおい、土の柔 らかさが・・なつ
かししヽ

0100年

前、成辰の役では、どのよ うな人がどのよ
・
うな衣服 装備で 「ふるさと」大蒲原や寺田の 田んぼ道
を通つたのだろうか ?
・ 祖先 はどんな対応をしたのか ?ど うい う思いを抱い
たのだろ うか?
そんな こともあつて、今回の同窓会に結び付けて行 っ
てみたい と思つていた場所を訪れました。
◎母成峠 ◎土津神社 ◎氷玉峠、大内宿 ◎叶屋番所
◎河合継之助記念館 ◎医王寺 ◎滝沢本陣 ◎飯盛
山・ 00
よかつたことは峠を下つた温泉旅館のご主人、そば打
ち道場の若い女性、民宿のご主人、通行ゲー トの守衛さ

ん、叶屋番所の tanino一 okina、 記念館 よこ
で畑を耕 している女性・・・ に話を聞けたことで、地元
の人が祖父や祖母から伝 え聞いた ことはリアルで、貴重
なもので した。
☆ 小雨けむる母成峠、弔霊議会の立て札の傍 らの小石
を拾って帰 り、黒谷 金戒光明寺、会津藩殉難者墓地、

、
佐久彦神霊、世話人、勒
米、越後国蒲原郡住人の前
におく。
― もの言わぬ墓でも、 これほど雄弁に魂 を感 じる場所は
ない一
―権はあって も天は見当たらない。遠 く届かぬ ものだが、
「天」を追い求めな くては先がないのではない力、 何を

臥龍原頭幾星霜
青木 敏和 (高 18回 )
私は昭和 22年 生まれ、村松町御徒町 (現 在五泉市城
下)の 出身です。昭和 41年 に村松高校を卒業 し、昨年
には還暦を迎えました。
村松高校第 18回 生の 「第 7回 ・関東同期会」を平成

20年 5月 29〜 30日 の 1泊 2日 で開催することにな
り、幹事 としていろいろ計画を練 り上げました。そ こで
今回初めて東京を離れ、静岡県伊豆長岡温泉 の武者小路
実篤所縁の宿 「いづみ荘」に決め、男子 9名 、女子 9名
の 18名 が集合 して楽 しい同期会 となりました。
村松、五泉、新発田からも 1人 づつ馬囲すつ け、村松の
銘酒 「越後杜氏」の大吟醸酒 の差 し入れもあり、宿の若
女将の配慮 で食べ きれない程の料理が並べ られ、全員 が
大満足の うちに宴会はお開き とな りました。 2次会で も
カラオケで盛 り上が り、夜の更けるの も忘れてス ッカ リ
青春時代に戻つていたのですЭ
翌 30日 は、宿のバスで沼津市の干物店に立 ち寄 り、
幸運にも雲の隙間か ら残雪の残る富士山を望めて感激で
した。その後、伊豆の国市韮山の反射炉を名物 ガイ ドに
￨1氏 限
こ行き、NHK
案内して首 ハ、また近 くの代官帥
の大河 ドラマ 「篤女
臼 が薩摩から江戸に上る時のロケー
ションにもなつた部屋な どを観て大いに楽 しみま した。
やがて、そろそろお腹 も空いてきたので函南町べ移動 し、
食事処 敗臣沙羅」で別れを惜 しみなが らの昼食 とな り、
いつまでも名残 は尽きませんで した。
次の関東同期会 は越後湯沢での開催 と決まり、来年の
再会を楽 しみに約束 して散会となりました

もつて 「天」 とするかだが 000‑
― 自己を戒め愚直 に努力を惜 しまない 日々を送る糧 とし
たい一
備 え付けの大学ノー トに寄せ書きの一行を記 してこよ
う (20年 1 6月

9日 )

第

18回 生

口関東 同期会

於 「い づ み荘」

医化な項次 遅密
琢 房 の力 を発 て

"准
え 久 の春 に 匂

̀ヽ

春 オtは 島 きな 城 の
母 成峠古戦場碑 にて

代 え が 駒 に立 や 燿 る

Iθ

日本 百 名 山 ・ 鳳 凰 山 登 山
阿部 勇 (高 9D
ス
鳳凰山とは、南アルプ に位置 し、北岳 とは峰を別 に
して登山者 の間で も人気の山である。現在では、地蔵岳

(2,764m)・ 観音岳 (2,840m)・ 薬師岳 (2,78

0m)と 三峰の総称 になつている。今年は、 7月 19日
(土)か ら21日 明 )に かけて仙台 より同 じ登山クラ
ブに所属する 3名 で登ることにした。
初 日は、仙台駅発 7時 16分 の東北新幹線で東京駅ヘ
9時 4分着、新宿駅発スーパーあずさ 100号 で甲府駅
へ 11時 27分 着、山梨交通登山バス (25人 乗 り)で
夜叉神登山 ロヘ 14時 30分 に着 く。い よい よ登山を開

薬師岳から花自岩の登山道 となる。ハイマツ帯の登山道
は、標識が確 りしてい るので間違 う事はない。岩 に赤い
ペイ ン トで登山道を印 している。山の天気は気ままで、
観音岳手前の 2,700m付 近で、それまで1却 青だつたの
が急に 10分 程で厚い雲に覆 われて、視界が 2〜 3mと
最悪の状態にな り、岩陰で 30分 程天気の回復を待 つた
しか し、増々ガスが発生 して展望は皆無 となつた。
予定 していた今 日の頂上地蔵岳を断念 し、薬師岳小屋
に戻 り、明 日の頂上アタックに変更 した。

始、 70分 程で今夜の宿・夜叉神小屋 に到着する。初 日
は1知 青のため見晴 らしが良く、小屋の展望台からは 日本
で二番 目に高い山・北岳 (3,192m)が 望める。 日本
で一番高い山・富士山 (3,776m)に 次ぐ山である。

頂上地蔵岳のオベリスク (2,764m)宰 の河原より撮影
翌 日l■l閃 晴とな り、早朝 5時 に小屋を出発 し、地蔵岳
頂上には 7時 に到着する。頂上からの眺望は大パ ノラマ
で、雲海に浮ねぶ 富士山が見事であつた。

夜叉神小屋からの展望・白峰三山 右から北岳 (3,192m)
間ノ岳 (3,189m)、 農鳥岳 (3,009m)
二 日目は夜叉神小屋か ら鳳 風小屋 までの原 生林 の樹林
帯 と花 商岩 に生えるハ イマ ツ帯の縦走 コースであ る。高

■の 房 っべ汁﹂
白石 キヨ 全
邑二Ｕ

え い の久 う す く さ ｔ け り わ 鏡
ネ め き て 欲 みふ 八 ゐ ｔ 粉 基

者 稀 ス き 春 る も 楽 ｔ え の下

ふ る さ と の春 り 届 く や 恙 ダ ン ゴ
そ き ■ の本 に 似 て ゐ ｔ の っぺ 計

旬 に添 え て

昭 和 二十 八年 東 京 浅 草 の実 兄 の会 社 へ就 職 以来 ︑

Iイ

(2,840m)手 前 で厚 い雲 がや つてきた 。

い つの間 に か 半 世 紀 過ぎ た 今 ︑ 故 郷 への想 いは

観音岳

募 るば か り です ︒

所 のため天気が 目ま ぐる しく変化 し、晴れ た り曇 った り
を繰 り返 し、時 にはガ スが発生 した。早朝 5時 に登山を
開女
台しり
刷熙/1ヽ 屋まで 12日 寺間 と大変 きつい一 日であ つた。

第

10回

親 睦 ゴル フ大 会 報 告

一 一 個 展 の お 知 ら な一 一

平成 20年 10月 2日 (木)恒例に している松高東京
同窓会の第 10回 親睦 ゴルフコンペが、埼玉県の入間カ
ン トリー臨
限こ於いて開催 された。前 日まで強力な台
風 15号 の影響が相当懸念 される状況で、場合によつて
は中止 もあ り得るかと覚膳を していた。 しかし、参加者
全員 が当日まで 「清 く !正 しく 1美 しく !」 過 した ?た
めか、夜までに台風が熱帯低気圧 と化 し、太平洋上に胡
散霧消 してしまつた。
当日融朝から閃靖に恵まれ、ス コアの悪いのは悪天候
の所為などとは言い訳 も出来ず、皆 さん覚 目を決 めたよ
うな表情で集合 してきた。 はるばる新潟か ら夜行 に乗つ
て元気に参加 された間藤氏始め、今回初参加の石黒勝夫
(高 14回 )氏 など 11名 が勢揃 い して、 8時 28分 に
3組 でのスター トとなつた。成績は下記の とお りである
が、東京同窓会の中には腕が鳴って仕方が無い とい う会
員が、まだまだ多く居 られる筈である。奮つてご参加下
さいますよ うお待ちしてお りま丸
いつ も亀山氏、吉井氏のご尽力には感謝申し上げま九

吹割 りの滝

F15

雌
(嚇 )
・
優勝 佐藤 克、準優勝 0間 藤謙■、 3位 0石 黒勝夫
参加椛
0贋不同・敬称略)
1組 鈴木輝雄、片柳ムツ、鈴木理恵子、吉井 清

2組 亀山知明、瀬倉武志、金子鶴男、
3組 間藤謙■、大橋貞夫、石黒勝夫、佐藤 克

西沢渓 谷

第

11回

■会期

小 出博三氏

̀09/3月

1日

F50
(高
(日

8回 )油 絵 展

)〜 3月 7日

(土 )

川11:00〜 PM7:00雖 日は PM5:00ま で
東京交通会館 Bl(シ ルバーサ ロンA)
千代田区有楽町 2‑10‑1■ L.03‑3215‑3826
」R線 有楽町駅 京橋口 下車正面
地下鉄 有楽町線 有楽町駅 下車A8出 口
エ
●ア トリ ● 〒274‑0812船 橋市三咲 7‑22‑20
■会場

TEL.047‑448‑9632

ス ター ト前 に記念撮影

第■

1回 松 高 東 京 同 窓 会

親 睦 ゴ ル フ 開 催 の お 知 らせ
平成 21年 4月 2日 (木 )、 入間カン トリー倶楽部
に於いて第 11回 親睦ゴルフ会を開催致します。
参加 ご希望の方は下記までご連絡ください。
吉井 清 (高 8回 )■ L8Fax:042‑527‑6囀 2
亀山 知明 (高 3回 )■ L:042‑572‑5096

◎ 会員の皆様力ヽ産し事などの告知がございました
らご相談 ください。6月 の大会号掲載は 4月 初旬に
締め切 り。新春号 に掲載の場合 10月 末が締め切 り
になります。
また、原稿・写真などもお寄せ下さいますよう
お待ち しております。
〒158‑0094世 田谷区玉川 4‑20‑8 大橋貞夫
Fax:03‑3709‑1570
丁
el遷 弘

師all:sadao― oo♪ 4.so―net.ne.Jp
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2008年 、国内 の主 な出来事
1月 10 日・スキー場積雪

2月

3月

4月

5月

6月

21日 ・北京五輪t女 子 ソフ トボールで日本が金メダル
9月 01日 ・福田首相、緊急記者会見 し辞意 を表明
02日 ・ 日本相撲協会が尿検査実施、露鵬 と白露山が陽性反

応を示 し再検査でも陽性、8日 の理事会で両力士の
を発表
解雇 と北の海理事長の理軸
06日 ・三笠 フーズ (大 陽 が工業用に限定された汚染米を
食用 と偽 り販売 していたことが発覚
13日 ・売上高世界 3位 の衣料品店 「H&N電 が銀座に一号
店を開業 (30ヶ 国に 1600店 、売上 1兆 4500億 円)
14日 ・汚染米で製造された商品を回収 時寄洒拗 ヽ
のか 65万
本を始め、 さつま美人、美少女などの焼酎販売停止
18日 ・西 日本各地の中学校、保育園の給食や老人ホームで
「汚染米が使われていた」と農水省発表
。福岡市の公園で小 1男 児が絞殺 される ●巳人は助働
19日 。
汚染米問題で農水大臣、事務次官が辞任
21日 ・千葉県東金市で保育園女児の絞殺事件
24日 。自民、公明党が選挙の顔 として麻生内閣を誕生
28日 。中山国土交通大臣が相次ぐ問題発言で辞任
30日 ・米 1ドル=104.57円
日経平均株価=11,259.86円
10月 01日 。大阪難波の個室 ビデオ店で客が放火、15人 死亡
09日 0物 理・化学で 日本人 4名 ノーベル賞受賞決まる
10日 。
米 1ドル=100.12円 日経平均株価=8,276.43円
23日 ・4日 夜、都内の脳内出血 とみられる妊婦が都立墨東
病院のほか 8病 院に救急搬送を断 られ死亡
26日 ・横浜松坂屋が閉店 (144年 の歴史に射
30日 。米 1,レ =98.74円 日経平均株価=9,029.70円
☆ 校正、印刷等の都合で 11月 〜12月 は割愛させていただきます

編 集 後 記

広 報 委 員 会

ス︶
ざ います
新年おめでとン

中 27回 )書

本年もよろしくお願 い申 し上げます

(旧

今 回は十四回生から十八回生まで四人 の方 々に寄稿

新 潟 県 立 村 松 高 等 学 校 東 京 同 窓 会

して頂き︑待望 の若返りが多少は進んだと喜ば しく思
２︶若 い会員が これからも増え そうな気配があり︑期
︶

︶しかしながら︑先輩 の方 々に
待すると ころ大 である︵

ほど切にお願 い申し上げる基 魂

表紙の題名・題字は佐伯益―氏

新潟 県立村松高 等学校 東京 同窓会事 務局
〒 201‑0005 狛 江 市 岩 戸 南 2‑14‑14
TEL&Fax:03‑3488‑2117(7ヨ 黒 )

Iδ

も これま で以上にご寄稿をお願 い致 したく︑ ご協力 の

発 行 人

第 46号

18日 0第 90回全国高校野球記念大会で大阪桐蔭高が優勝

小島学校長にはお忙 しい中︑村松中学開校時に廃校

平成 21年 1月

激な増水で流 され死亡
08日 ・北京オ リンピック開会 (24日 、閉会)

の危機があ ったと いう厳しい当時 の事情を寄稿して頂
き︑設立時 の先人 のご苦労が身に泌みる思 いであ った︒

流 され 7名 死亡 1名 行方不明、落雷 で 1名 死亡
」R平塚駅で女性が刃物で通行人を切 り、7名 負傷

05日 。
大雨のため豊島区雑司ケ
谷で下水道工事中の 5名 が急

︑気持ちだけで
世界的経済危機が叫ばれている昨︿﹁

・米 1,レ =110.08円 日経平均株価 14,599.16円
13 日・福田内閣支持率 (朝 日新聞調荀 34%
22 日・07年のコンビニ売 り上げ 1.3%増 で 7兆 3631億 円
30 日・ 中国天洋食品の冷凍 ギョウザを食べ中毒で入院
ン
01 日・スキー場積雪 (JR東 日本調バ)湯 沢高原 240革
03 日・降雪…八王子市で 9cm、 横浜市 7cm、 大手町 3cm
07 日・大相撲、時津風部屋で序の口力士の暴行致死事件
で前時津風親方 と兄弟子 3人逮捕 される
17 日 。
第二回東京マラソン開催、2万 7386人 が参加
・海上 自衛隊イージス護衛艦 「あたコ が漁船 と衝突
子方不明
漁船員二名イ
07日 ・スキー場積雪 (JR東 日本調べ)湯 沢高原 340単 ン
13日 ・米 1ドル=102.71円
日経平均株価 12,433.44円
22日 。東京地方のサクラ開花宣言 (気 象庁)
27日 。新東京銀行へ ωO億 円追加出資を都議会で可決
31日 ・国営昭和記念公園の 07年度入園者 349万 人で過去
最高を更新、06年 度より9万 7千人増
22 日・福田内閣支持率 25%(朝 日新聞)
24 日 006年 の市区町村平均寿命、第‐位は男′
性が横浜市
青葉区 81.7歳 、女性は沖縄県北中城村 89.3歳
01 日 。大人になつたら何 になる ?(第 一生命調勘 小学生
男子①野球選手②学者、女子①食べ物屋②看護士
02 日・ 」R3社 の 3月 期決算、過去最高の経常利益
。5月 1日 調査で福田内閣支持率は 20%
03 日・原料高騰で加工食品の値上げ続く (農 水省)
13 日。
道路整備財源特例法が衆議院で与党の 3分 の 2以 上の
賛成で再可決 し成立
23日 。最高気7駄 館林市 32.2度 、都心 30.3度 を記録
02日 ・米 1ドル=106.30円
日経平均株価 14,440.14円
06日 ・3月 期決算、① トヨタ ②三菱UFJ
③ NTT
O財 務省 は深夜タクシーで金品を受け取つた職員が
383人いたと発表 (タ クシー接待)
ll殺 傷事件 7名 死亡 10名 負傷
08日 ・秋葉原路上鯛
・
・
14日 岩手 宮城内陸地震で 11名 行方不明 159名 負傷
25日 ・神港魚類 G申 用 、魚秀 (大 動 が中国産ウナギ
を三河一色産 と偽 って販売、農水省課長に口止料
01日 。タスポ導入 (た ばこ自動機の成人識別カー ド)
自販機でタバコ購入にはカー ドが必要 となる
08日 。大阪道頓堀の飲食店 「くいだおれ」が閉店
10日 。国立大学施設など文化省汚職で幹部 3人 懲戒免職
10日 ・ ビール市場上期出荷量が過去最低、出荷ヨ 囃 は
①アサ ヒ、② キリン、③サン トリー ④サッポロ
14日 。
洞爺湖サ ミット後 13日 調査、福田内閣支持率 24%
28日 。北陸近畿地方豪雨、都劉 ‖(ネ 申戸)011遊 びの児童が

もおおらかに持ち続けた いも の︒会員諸氏 のご健勝と

7月

R東 日本調べ)湯 沢高原 140革 ン

大飛躍を心よりご祈念申し上げる︒ 広報委員会 記

7月

(」

8月 01日 。今年度の私立大学入学生が定員害レL校 47.1%
・07年 日本人平均寿命は男性 79.19歳 、女性 85.99歳
0米 1ドル=108.79円
日経平均株価=10,394.59円

